
この広報紙は再生紙および植物油インキを使用しています 「はんなり」とは、上品で華やかでぱっと明るいさまを表した言葉。男女がともに主体性を持ち、いきい
きと暮らせる元気な明るいまちをめざしたいとの想いを込めて「はんなりと城陽」と名付けました。

ぱれっと
フェスタ

第５回
男女共同参画
週間事業

子 育 て 孫 育 て

〜子どもたちのこと　一緒に考えてみませんか〜
男女共同参画の推進をめざす「ぱれっとフェスタ」は、ぱれっとJOYO市民会議 
（市民18人で構成）のメンバーで企画実施しています。ご参加をお待ちしています。

アンケート協力者に
サンガバッチを
プレゼント

（先着100人）

日時	 6月28日（日）10：00〜15：00
会場	 	男女共同参画支援センター		ぱれっとJOYO
	 　・　	☎（54）7545
主催	 ぱれっとJOYO市民会議
	 城陽市

問申

■対象　どなたでも　■定員　先着45人　※
満員の場合は、入場をお断りすることがあり

ます。 ■申込　当日９：45から会場にて　■保育　先着７人　※6カ月
～就学前まで、６月２日（火）～ 23日（火）までに要申込
■講師プロフィール
1955年生まれ。1978年 京都府警で30年ぶりの女性警察官として採用され
る。1993年 当時の七条警察署で全国初の女性派出所長となる。1998年 京都
府警初の女性警部、2008年には初の警視となる。2015年 京都府警初めての
女性署長として城陽警察署20代目の署長となる。

■講師プロフィール
1956年生まれ。1975年 警視庁入庁。1982年 第二子出産を機に退職。10年間子育てに
専念。1992年 消費生活アドバイザー資格取得、同年出版社勤務。1996年 港区教育委
員会の依頼で、区立幼・小・中PTAの広報部会研修会講師を務める。2005年 講演依頼
が増え「少年犯罪予防委員会」（通称：「腕利きの会」ボランティア団体）を設立（活動
休止中）、専門は、少年犯罪、少年の非行防止、子どもを守るための防犯。

■対象　どなたでも　■定員　先着45人　※満員の場
合は、入場をお断りすることがあります。　■申込　当
日12：30から会場にて　■保育　先着７人　※6カ月～
就学前まで、６月２日（火）～ 23日（火）までに要申込

京都府警初の
女性署長が語る

子育てアドバイザー　
幸
こうじま

島美
み ち こ

智子さん講演会
子どもを犯罪の被害者にも
加害者にもしないために

13：00〜
15：00

城陽警察署長　小
こ
山
やま
雅
まさ
子
こ
警視

子育ても仕事も余暇も！
私の時間術

10：00〜
　11：00

働くママ・パパ

働きたいママに
イチ押し！

出店：久世女性会・ぱれっとJOYO市民会議
・JA京都やましろ女性部食品加工部

「地域力 × 女性力 ＝ 無限大の未来」
かける イコール

●JR城陽駅から東へ3分●バス停「男女参
画センター」下車すぐ●ご来場には公共交
通機関をご利用願います

絵本の読み語り みんなで歌おう リトミック 子どもの遊び

お手玉
けん玉
あやとり

11：00〜 11：30

10：00〜 13：00 10：00〜 15：00
コーヒー	 100円
ぜんざい	 200円
ちらしずし	 300円

11：00〜 12：00 11：30〜 12：00 10：00〜
12：00ぱれっとJOYOで読書

会をしています。今回
はペープサート（紙人
形劇）で「まちのねずみ
といなかのねずみ」を

お届けします。ご一緒に本の世界で冒険
しましょう。

東部コミセンで四季
折々の懐かしい童謡・
唱歌を参加者全員で歌
うこと27年。楽しく
続けています。
一緒に歌いませんか？

ゆったりと音にふれあ
いながら、のびのび楽
しめるリトミックで
す。

■講師　読書サークル「本の森」のみな
さん　■対象　乳幼児・小学生と保護者 
■定員　先着20組　■申込　当日9：45
から会場にて

男女が、互いにその人権を尊重しつつ
喜びも責任も分かち合い、性別にかか
わりなく、その個性と能力を発揮する
ことができる男女共同参画社会をめざ
して設置された週間です。

■講師　阪田妙子さん、中村育子さん 
■対象　どなたでも　■定員　先着45人
■申込　当日9：45から会場にて

　パネル展示	出展： 人権擁護委員・交通安全 
女性の会・ぱれっとJOYO

人権擁護委員は、地域のみなさんから人権相談を受
け、問題解決のお手伝いをしたり、地域のみなさんに
人権について関心を持ってもらえるような啓発活動
をしています。

　啓発物品の配布	※なくなり次第終了
協力：人権擁護委員・交通安全女性の会
交通安全女性の会は「交通安全は家庭から」を合言
葉に、子どもから高齢者まで自転車の安全利用の
推進と高齢者には振り込め詐欺への対応など、犯
罪減少・交通事故減少のための活動をしています。

■講師　リトミックピヨピヨクラブ　木 
下めぐみさん　■対象　6カ月から就学 
前の子どもと保護者　■定員　先着15 
組　■申込　当日9：45から会場にて

■講師　梅川敬子さん　■対 
象　小学生までの子ども※幼 
児は保護者と一緒にご参加く
ださい

カフェ 情報発信

6/23（火）〜
6/29（月）は

男女共同参画週間

今年度
男女共同参画週間
キャッチフレーズ

「身近な女性の活躍を地域ぐるみで応援するキャッチフレー
ズ～女性の力を活かして元気な地域社会をつくるために～」
を内閣府が募集し、公募によって選ばれました。

特集号

男女共同参画だより

発行　城陽市　男女共同参画支援センターぱれっとJOYO 　編集　ぱれっとJOYO市民会議

じょうりんちゃん
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6
平成27年（2015年）

1

「はんなり」とは、上品で華やかでぱっと明るいさまを表した言葉。男女がともに主体性を持ち、いきい
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ぱれっとJOYOは
開設10年目を迎えました

募集します

ぱれっとJOYOから　お知らせ

日本の順位はいま…

交流スペース、親子ルーム、情報資料コー
ナー、図書コーナー、印刷機や貸室のご利
用など、みなさんの身近な男女共同参画
社会実現への取り組みに、当館をお役立
てください。

男女共同参画に関する国内外の動向や社会情勢の変化に的確に
対応し、男女共同参画施策の推進を図るため、中間見直しを行っ
ています。現在作業を進めており、7月頃発行予定です。

「さんさんプラン」の中間見直しを行うにあたり、市民のニーズを把握し、基
礎資料として活用するため、昨年度1,000人を対象にアンケートを実施しま
した。ご協力ありがとうございました。結果は、市ホームページに公開して
います。また、行政情報資料コーナーでも報告書をご覧いただけます。

ぱれっとJOYOでは、女性のための相談を実施しています。生き方や夫婦関
係、対人関係など、女性が生きていく上でぶつかる悩みについて、女性の相談
員がお聴きします。秘密は厳守します。

一般相談
（予約不要）

毎週火曜日 13:30 ～ 16:00

毎週金曜日
毎週土曜日 9:30 ～ 12:00

専門相談
（要予約）

第２水曜日 9:30 ～ 12:30

第３土曜日
第４水曜日 13:30 ～ 16:30

法律相談
（要予約）

奇数月第１水曜日
（原則） 13:30 ～ 16:30

第３次男女共同参画計画
「さんさんプラン」改定版

男女共同参画社会に関するアンケート調査に
ご協力いただきありがとうございました

女性相談員による女性のための無料相談
☎（56）5076

ご存知ですか？日本は142カ国中104位です！2014年男女平等指数（ジェンダー・ギャップ指数）
順位	 国名	 （　）は前年の順位　記載無は前年同順位	 （出典	世界経済フォーラム		The	Global	Gender	Gap	Report	2014）

	 1	→	 アイスランド
	 2	→	 フィンランド
	 3	→	 ノルウェー
	 4	→	 スウェーデン
	 5	↑	 デンマーク	 （8）
	 9	↓	 フィリピン	 （5）
	 20	↑	 アメリカ	 （23）
	 75	↓	 ロシア	 （61）
	 87	↓	 中国	 （69）
	 104	↑	 日本	 （105）
	 142	↓	 イエメン	 （136）

●昨年に発表された日本の男女平等指数の順位は、142カ国中104位という結果でし
た。この指数は、経済、教育、政治、保健の４分野で、男女がどの程度平等であるかを
あらわしています。●前年から順位を１つ上げましたが、日本は、経済、政治分野への
女性の参画率が著しく低い傾向があります。●指数を公表している世界経済フォーラム
（世界のビジネスリーダーが中心になって、今後の経済の発展について考える組織）
は、男女の格差を是正することが経済発展につながると報告しています。●男女共同参
画社会の実現は、一人一人が家庭、地域、職場で、充実感を持って活躍できる豊かな人
生へとつながっています。

〜みなさんのまわりは男女平等ですか。この機会に考えてみませんか〜
「女（男）だから」「女（男）のくせに」といった言い方、考え方に抵抗を感じる男性67.6
㌫女性81.1㌫（平成26年度男女共同参画社会に関する市民アンケート調査結果より）

■ 対象　20歳以上の市民で、
男女共同参画社会の実現に
関心をお持ちの方

■定員　2人（男女各1人）
■任期　2年

　住所、氏名、年齢、性別、経歴を明
記したものと応募理由（800字以内）
を６月30日（火）必着でぱれっとJOYO
へ郵送または持参
※選考結果は書面で全員に通知します

申

基本計画の策定および苦情の処理に対する意見のほか、男女共同参
画の推進に関する重要事項の調査審議を行うため、男女共同参画を
進めるための条例に基づき、城陽市男女共同参画審議会を設置して
います。男女共同参画社会の実現に関心をお持ちの方を委員として
募集します。

「キッズステーション」は、さんさんフェスタと同日に開催する幼児と
その保護者を対象にした、「出演者と参加者が一緒に楽しむステージ」
です。ステージを一緒に盛り上げる出演者を募集します。 ■過去の例 
リトミック、歌、ジャグリング、ダブルダッチ、ジャンケンゲーム、
手遊びなど　■募集期間　６月30日（火）まで
　少しでも興味や関心を持たれた方は、ご連絡のうえ、来館ください。
出演に関するお話をさせていただきます。
申

さんさんフェスタは、男女共同参画
社会の実現をめざして、市民団体な
どと協働し、講演や展示・ワークシ
ョップなどを行うイベントです。平
成28年２月14日（日）に文化パルク
城陽で開催予定。会議は、５回程
度。第１回会議は6月24日（水）に開
催します。

城陽市男女共同参画審議会委員を募集

キッズステーション出演者を募集

第20回さんさんフェスタ企画運営委員を募集

■ 対象　市民
■定員　５人程度　※多数の場合は抽選
■任期　平成27年６月～平成28年３月末まで
　 ６月17日（水）までに住所・氏名・電話番号またはファクス番号を明記し

たものを、ぱれっとJOYOへ郵送かファクス
申

いずれの場合も、城陽市男女共同参画支援センターぱれっとJOYO
〒610-0121寺田林ノ口11-114 ☎（54）7545 FAX（55）5601までお問
い合わせください

☆ホームページアドレス☆　http://www.city.joyo.kyoto.jp/　☆携帯電話版☆　http://www.city.joyo.kyoto.jp/m/

男女共同参画だより市の花−花しょうぶ　市の木−梅　市の鳥−しらさぎ 平成27年（2015年）  6月１日  （2）


